
例会欠席される会員は、水曜日までに事務局にご連絡下さい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年 ９月 ３日(木)第 ８回(通算２１６４号) 

  

──── 例 会 プ ロ グ ラ ム ────    ──── 次回例会プログラム ─────    

本年度第 ８回〔 ９月 ３日(木)〕      本年度第 ９回〔 ９月１０日(木)〕 

プログラム   プログラム 

     ～2020年下期開運に向けて～ 

「クラブアッセンブリー   「Go Toトラベルキャンペーン！ 

今田ガバナー補佐をお迎えして」  吉方位に行きませんか！」 

 （例会時間 15分延長）  神 戸 国 際 占 術 協 会   

     理事長 峯 山 清 州 氏 

 於:本館 2F 六甲の間  

    於:本館 2F 六甲の間    

 

シンギング   シンギング 

「君が代」  「R-O-T-A-R-Y」 

  

   

 

 
 
 

 

9月誕生祝 星島君 5日 三木谷君 28日 

 

会合予告  

定例理事会③ 9月 3日(木) 例会終了後 例会場 

ガバナー公式訪問 9月 17日(木) 会長·幹事懇談会17：15～18：15 

例 会   18：30～19：30 

本館 3F葵の間 

本館 3F舞子の間 

 

幹事報告 

配 付 物 「ガバナー月信 9月号」「ロータリーの友 9月号」 

回 覧 物 「THE ROTARIAN 9月号」 

 

① 9月のロータリーレートは 1ドル 106円です。(8月 1ドル 105円) 

 

 

 

 

 

 

本日の MENU 和 食 

本日の BGM 「里の秋」「夕焼け」 他 

 



② ・・・2020-21年度ポリオ根絶チャリティーゴルフコンペのご案内・・・ 

日  時：2020年 11月 2日(月)スタート 8：00 

場  所：小野ゴルフ倶楽部 

プレー費：16,650 円（キャディーフィー・カート代込） 

 ※プレー費、売店代金等は各自精算でお願いします。 

プレー時服装：END POLIO NOW ポロシャツの着用をお願いします。 

     帽子は自由ですが、END POLIO NOWピンク帽をお持ちの方はご着用下さい。 

登 録 料：①ポロシャツを既にお持ちで今回購入されない方：6,000円 

     ②ポロシャツ購入ご希望の方：6,000円+ポロシャツ代(4,000円/枚) 

 《内訳》 チャリティー費 3,000円、参加費(軽食込み)3,000円 

             ポリオポロシャツ 4,000円 

 ※出欠を回覧していますのでご記入下さい。 

③ ロータリーの友事務局より、新型コロナウイルス感染症に関する友事務所対応について 

お知らせがありました。 

1）『友』配布に関して 

  9月号以降も、編集・製作工程の関係と協力し、極力第 1例会日にクラブへお届け 

 できるように製作していきます。万一遅れる場合は別途ご案内します。 

2）友事務所運営について 

 今後も、基本的に友事務所職員は時差出勤と在宅勤務併用で業務にあたります。 

 今後の状況を判断しつつ、期間を変更する際は改めてご報告致します。 

 友事務所に対する問い合わせ対応時間を 10：00から 17：00とします。 

3）問合せ等について 

 編集部および管理部に対する問合せは、メールにて対応いたします。 

 ①編集部 hensyu@rotary-no-tomo.jp ②管理部 keiri@rotary-no-tomo.jp 

  ※記事の投稿、『友』増部、広報誌等のお申込み、クラブの『友』送付先変更等も、 

  ウエブサイトから連絡が可能です。併せて活用ください。 

④ 国際ロータリー日本事務局より、新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた「日本事務局

在宅勤務」延長のお知らせを頂きました。 

期 間：2020 年 9月 1 日(火)より 2020年 9 月 30 日(水) 

業務時間：9：30～17：30 

連絡方法：お電話によるご対応が叶いませんので E メール、または FAX でご連絡 

  頂けますようお願い致します。 

 クラブ・地区支援室：rijapan@rotary.org 

 財団室：rijpntrf@rotary.org  経理室：rijpnfs@rotary.org 

 業務推進・IT 室： rijpnpi@rotary.org 

 FAX（各部署共通）： 03-5439-0405 

 

先週の幹事報告追加分 

幹事報告に特殊切手「日本のロータリー100 周年」のご案内を掲載しておりますが、こちらの 

切手は八代会長より皆様へプレゼントしますとの事です。皆様、楽しみにお待ち下さい。 

 

８月２７日(木) 例 会 報 告                             

◆欠 席 者 木下君·森田君·田中君·安井君·吉川君 

◆出 席 率  会員数２５（１７）名 出席者２０／２２名 出席率 90.91％ 

 

会長報告 

 こんばんは、これまでマスクをしておりましたがマスク越しだとマイクの通りも悪く、 

今日からはこの秘密兵器（口元シールド）を使います。また取ったマスクを無造作に置かない 

ようにと、磯田会員が 2種類のマスクケースをプレゼントしてくださいました。磯田会員、 

ありがとうございます。 

mailto:hensyu@rotary-no-tomo.jp
mailto:keiri@rotary-no-tomo.jp
mailto:rijapan@rotary.org
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さて、皆さんは「アベセダリアンプロジェクト」とか「ペリー就学前プロジェクト」とか 

いった言葉をお聞きになったことがおありでしょうか？ 私も数年前に初めて知ったのですが、 

これらのプロジェクトはアメリカの就学前教育、つまり幼児教育を受けて育った子供たちと 

受けずに育った子供たちを、何と 40歳になるまで追跡調査したという壮大な研究プロジェクト 

で、2000年にノーベル経済学賞を受賞したアメリカのシカゴ大学教授であるジェームズ・ 

ヘックマン博士が、“Giving Kids a Fair Chance”という本を 2013 年に出版し、この本の 

中で紹介したことから、この追跡調査が一躍有名になりました。 

この本は 2年後の 2015年に「幼児教育の経済学」として日本語にも訳され、ここ日本でも 

ノーベル経済学賞を受賞した人が書いた本として話題になりました。この本の中で、博士は 

次のように述べています。 

「生きていく上で必要なのは、学力だけではありません。人生を成功させる能力を身につける 

には就学前教育が最も重要なのです。非認知能力はやる気を促し、人生の可能性を広げる 

極めて大切な能力なのです。『非認知能力』が身につけば、不利な状況に打ち勝ち、貧困の 

連鎖から抜け出すことができます」。 

このように幼児教育の重要性をノーベル賞受賞者が述べているのですが、本日はこの幼児教育 

に何十年と携わってこられた藤本会員に卓話をして頂きます。今日も素敵なお花を飾って 

いただき、ありがとうございました。 

私自身も幼稚園児の時、優しい先生の温かな視線をいつも感じながらお遊戯やお絵描きや合唱 

などをしていた記憶があります。もちろん当時の私には知る由もありませんでしたが、幼稚園

や保育園の先生方は今も昔も周到なカリキュラムを準備され、園児たちの自発性や自律性や 

協調性といった学力テストでは計ることのできない「非認知能力」をじんわりと育んで 

下さったのだと思います。藤本会員、本日はよろしくお願い致します。 

また今日はその後で臨時総会が予定されています。この日に向けてお忙しい中予算・決算の 

作成をして下さいました会計の小林会員、監査をして下さいました善國会員をはじめ、 

資料作成をしてくださった鷲尾幹事と事務局さん、また現在細則の見直しを進めて下さって 

おります星島前会長、そして今日ご出席下さいましたすべての皆様と、皆様方のおかげで 

臨時総会を開催できますことを心より感謝申し上げます。どうぞ今日一日よろしくお願い 

致します。 

最後に今日は私の作ではありませんが、誰よりも子供たちと遊ぶことが大好きで、幼児教育の

重要性を私たち大人に思い出させてくれる歌を数多く残された、私の尊敬してやまない 

良寛さまの有名な一句を紹介させて頂きます。 

「子供らと 手毬つきつつ この里に 遊ぶ春日(はるひ)は 暮れずともよし」 

 

ニ コ ニ コ 箱（本日合計８，０００円／累計１４６，０００円） 

 近平君(藤本会員、興味ある楽しい卓話楽しみにしています)、藤本君(本日卓話という晴れがま

しいお役を頂戴致しまして)、八代君(藤本会員、本日はよろしくお願いします) 

    8月ニコニコ箱合計２４，０００円 

 

エンジョイＢＯＸ(本日合計１２，０００円／累計４５，０００円) 

 山中君(藤本さん、ありがとう)、八代君(皆様、臨時総会よろしくお願いします) 

     8月エンジョイ BOX合計２１，０００円 

 

会合開催報告 

 ・臨時総会 8月 27日(木)19：30～20：00 於:例会場 出席者:20名 

   ・2019-2020年度 決算承認の件  ・2020-2021年度 予算案承認の件 

 

 

 

 

 



近隣クラブ例会プログラム（欠席会員はメークアップをして下さい） 

月日 時間 クラブ名/会場 プログラム 
 

9月 4日

（金） 
12:30 神戸西 *1 中国雲南省の少数民族を訪ねて＝怒江·独龍江流域＝ 羽賀紘一会員                    

9月 7日 

(月) 

12:30 神戸東灘 *3 未 定                横田勝年会員 

18:00 神戸南 *4 未 定 

9月 8日 

（火） 

12:30 神戸東 *1 休 会(コロナ対策追加休会) 

12:30 神戸ベイ *3 会員卓話               西山勝敏会員 

18:30 神戸六甲 *2 会員卓話               関 通孝会員 

18:30 神戸中 *1 会員卓話               宇尾好博会員 

12:30 明石北 *5 街歩き               吉川 悟前会長 

9月 9日 

（水） 

12:30 神戸須磨 *7 人前で話すということ         林 正浩会員 

12:30 明石 *6 オンライン例会デモンストレーション 伊藤 太オンラインミーティング委員長 

9月 10日 

(木) 

7：00 神戸モーニング *9 教育勅語          和田神社宮司 奥田雅人氏          

12:30 神戸 *4 電気自由化と送配電のお仕事(仮)    中西憲一会員 

12:30 神戸西神 *8 抗体検査               山崎市雄会員 

18:00 明石東 * 会員卓話          石本 治·吉田啓次各会員 
 
例会場： *舞子ビラ *1ホテルオークラ神戸 *2 ANAクラウンプラザ神戸 *3神戸ベイ・シェラトン  

*4神戸ポートピアホテル *5グリーンヒルホテル明石 *6ホテルキャッスルプラザ *7須磨観光ハウス 
*8西神オリエンタルホテル *9 香港茶楼 
*8香港茶楼   

＜地区からのお知らせ＞ 

 

・米山カウンセラーミーティング・米山記念奨学生ミーティング 

 日  時：2020年 9月 6日(日) カウンセラーミーティング 受付 13：40 14：00～16：00 

    米山記念奨学生ミーティング 受付 16：30 17：00～18：00 

 場  所：Zoomによる Webミーティング 

  ※インターネットに接続されているカメラ・マイク付パソコンをご準備ください 

出席者：永田カウンセラー·米山記念奨学生エリーさん 

 ※当日は去る 5月 16日（土）に実施しましたオリエンテーションの際に使用した 

「カウンセラーハンドブック」をご用意下さい。 

 

・第 2 回 神戸第 2 グループ 会長·幹事会 

日 時：2020年 9 月 19日(土)会 議 18：00～18：30(Zoom出席可) 

     懇親会 18：30～20：00 

場 所：神戸西神オリエンタルホテル 4階 

懇親会費：10,000円 

出 席 者：八代会長·鷲尾幹事 

 

・2020-2021 年度 インターアクトクラブ 会長・幹事会 

＜阪神・淡路・神戸ブロック＞ 

日 時：2020年 11月 23日(月·祝) 開催場所：神戸(詳細未定) 

※今後の COVID-19感染拡大状況によっては延期、中止等、予定が変更となる場合があります。  

出席者： 神戸国際大学附属高等学校 I.A.C. 生徒 4名·澤江先生 

 神戸垂水 R.C. 八代会長·鷲尾幹事·新井青少年奉仕委員長 


